連合東京 2019 春季生活闘争方針の考え方
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Ⅰ．各情勢について
[2019 春季生活闘争を取り巻く情勢]
＜世界経済＞
◇ＩＭＦ世界経済見通し（2018 年 10 月 10 日公表）は、世界全体の成長率見通し
を 2018 年、2019 年ともに 3.7％とした。イギリスのＥＵ離脱、米国と中国の貿
易問題や昨年末の米国株安の状況などの影響もあるが、中期的には成長ペース
が緩やかになりつつも引き続きの成長を見込んでいる。
＜日本経済＞
◇わが国の景気は、所得から支出への前向きの循環メカニズムが働くもとで緩や
かに拡大しているが、年始からの円高傾向、長期金利の低下など、経済は不安を
抱えたスタートとなった。そういう環境下 2018 決算期での各企業業績は過去最
高益を更新するといわれている。
◇消費者物価の前年比は、プラスで推移しているが、景気の拡大や労働需給の引
き締まりに比べると弱めの動きが続いている。
(日銀経済・物価情勢の展望 1 月 5 日発表)
＜雇用情勢と賃金の動向＞
◇2018 年 11 月の完全失業率は 2.5％、有効求人倍率は 1.63 倍で、労働力需給はタ
イトな状況が続いている。日銀短観の雇用人員判断ＤＩも、産業計は 2013 年、
製造業も 2014 年を境にマイナスに転じて以降、不足の度合いは強まる一方とな
っている。(厚生労働省 12 月 28 日発表)
◇個別賃金水準の動向をみると、2014 年以降上昇に転じているものの、ピークであ
った 1997 年の水準にはいまだ到達していない。労働力需給の逼迫を反映して、
短時間労働者の賃金の伸びは一般労働者を上回っており、足下のパート・アルバ
イトの平均募集時給も増加傾向が続いている。
(厚生労働省 賃金構造基本統計調査 10 月発表)
＜東京都内の労働情勢と中小企業景況＞
◇東京都の雇用情勢は、着実に改善が進む中、求人数が求職数を大幅に上回って推
移している。
◇また、東京都の有効求人倍率(2019 年 11 月季節調整値)は、2.13 倍になり、前月
よりは 0.05 ポイント低下したが、31 か月間連続の 2 倍台になった。また、新規
求職者数人数は、39,655 人で前年同月比 1.6%(＋640 人)
◇特に、新規求人数(2018 年 11 月)を主要 9 産業で見ると、製造業(＋7.3%)、卸業・
小売業(5.1%)、サービス業(＋0.1%)増加し、他の産業の、運輸業・郵便業(-11.5%)、
生活関連サービス・娯楽業、(-8.2%)、宿泊業・飲食サービス業(-4.4%)、建設業、
情報通信業、医療・福祉業 6 産業が減少となった。
◇東京都内の中小企業を取り巻く環境は改善傾向にはあるものの、建設業、小売業、
外食業、介護等の業種においては、人手不足、長時間労働の対応や人材確保の改
革などが求められている。
(東京労働局)

Ⅱ．2019 春季生活闘争の取り組み内容＜連合本部方針抜粋＞
１．基本的な考え方
(1)賃金の「上げ幅」のみならず「賃金水準」を追求する闘争の強化
１)「底上げ・底支え」「格差是正」の取り組みの継続と賃金の絶対値の重視
現時点の日本経済の先行きは、米国、中国の通商問題の動向や、相次いだ自然
災害の被害とその復旧・復興コスト等、国内・海外要因の影響を受けつつも、緩
やかな成長が見込まれており、企業収益は過去最高を更新している。
労働分配率は低下を続け、実質賃金も横ばいとなっており、個人消費について
は上向き感が見られるものの、回復に向けた勢いは依然として見られない。働く
者のモチベーションを維持・向上させていくためには「人への投資」が不可欠で
あり、すべての企業労使は日本経済の一端を担うという社会的役割と責任を意識
し、すべての働く者の労働条件の改善をはからなければならない。
2019 春季生活闘争においても、月例賃金の引き上げにこだわり、賃上げの流れ
を継続・定着させる。とりわけ、未だ届いていない中小組合や非正規労働者の賃
金の「底上げ・底支え」「格差是正」の取り組みの実効性を高めるためにも、働
きの価値に見合った賃金の絶対額にこだわり、名目賃金の到達目標の実現と最低
到達水準の確保、すなわち「賃金水準の追求」に取り組んでいく。それぞれの産
業全体の「底上げ・底支え」「格差是正」に寄与する取り組みを強化する観点を
踏まえ、2％程度を基準とし、定期昇給相当分（賃金カーブ維持相当分）を含め
4％程度とする。
２）賃金の実態把握と相場形成に向けて
中小組合の賃上げと格差是正、非正規労働者の均等待遇、男女間賃金格差の是
正を実現していくためには、賃金実態の把握と賃金制度の確立が不可欠である。
なお、格差是正の取り組みの実効性を担保していくには、より多くの組合が要求
根拠を明確にして要求することが肝要であると同時に、「大手追従・大手準拠な
どの構造を転換する運動」の継続と定着が必要であることに留意する。
①各構成組織における賃金における賃金相場の形成
構成組織は、加盟組合の個別賃金データを収集し、各組合の賃金実態把握、定
期昇給相当分（賃金カーブ維持相当分）を労使で確認した上で、「地域ミニマム
運動」を活用した最低到達水準の確保と到達目標水準の確認などに向けた支援を
強化するとともに、連合「地域ミニマム運動」への参画を通じて、地域における
賃金相場の形成に積極的に参画していく。
②各組合における取り組み
各組合は、組合員の賃金実態調査をもとに、「賃金水準や賃金カーブのゆが
みやひずみの有無」「構成組織が設定する最低到達水準あるいは到達目標水準と
の差の有無」などを確認し、目標水準を明確にする。その上で、賃金カーブ維持
相当分を含め賃金改善に必要な総原資の確保のみならず、その配分についても要
求・交渉を進める。

３）取引の適正化の推進
中小企業の賃上げ原資確保には取引の適正化の推進が不可欠であり、「サプライ
チェーン全体で生み出した付加価値の適正分配」が必要であることを、職場労使、
経営者団体とともに社会全体に訴えていく。取引の適正化の推進について、中小企
業庁が示す「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」iの共有や連合が作成
する「公正な取引を実現しよう」等のパンフレットを活用し、企業内労使の建設的
な議論を進めるとともに、中小企業経営者団体および行政機関と連携し、社会全体
に対する情報発信による世論形成をはかる。
加えて、働く者は同時に消費者でもある。一人ひとりが倫理的な消費行動を日々
実践していくことも持続的な社会に向けた大切な営みであり、消費者教育の推進と
ともに、働く者の立場から社会に呼びかけていく。
(２)「すべての労働者の立場にたった働き方」実現への取り組み
人手不足が深刻さを増し、働き方改革関連法が成立した中、個別企業労使にとっ
て「人材の確保・定着」と「人材育成」に職場の基盤整備が従来以上に重要課題と
なる。特に、長時間労働の是正や「同一労働同一賃金」の実現は産業実態に適合し
た取り組みが必要となるため、産業全体として実現したい姿を共有した上で進める
ことが重要である。またその際には、企業規模や特定の業種によって取り組みの濃
淡や負担感の偏在が生じないようにする必要がある。
あわせて、非正規労働者の雇用安定、安心して育児・介護・治療と仕事の両立を
可能とするなどのワーク・ライフ・バランス実現に向けた取り組みも必要である。

Ⅲ.連合東京

2019 春季生活闘争の基本的な考え方

(１)連合東京 2019 春季生活闘争への取り組み
・2019 春季生活闘争は実質賃金引き上げ闘争として 6 年目を迎える。特に、昨年の
妥結結果において 300 人未満の中小労組の賃金引き上げ率が大手を上回る結果に
なるなど大きな取り組みの成果があった。
・しかし、以前として賃金引上げの流れは、労働組合のないとろまでには広がってお
らず、企業間業間格差、雇用形態格差、男女間格差の改善に取り組まなければなら
ない。
◇よって、今、2019 春季生活闘争も昨年以上に賃金の流れを拡げ、格差是正のため
に従来の取り組み内容を継続するだけでなく、これまで以上に「賃金水準」にこだ
わりを持って取り組む。
(２)連合東京 2019 春季生活闘争の柱立て
◇中小労組や非正規労働者の賃金水準は、働きや生み出した価値にふさわしいものに
なっているのか、この点に焦点を当てて「働きの価値にあった賃金水準」の到達を
目指す取り組みを強化します。
①一つ目の柱は、
「働き方改革関連法」における働き方の見直しについてであり、
「す
べての労働者の立場に立った働き方」を見直す必要があります。特に、

1)残業時間の上限規制対応、
2)年次有給休暇の確実な取得に向けて
の内容で労使協議を行い、労使協定を締結することが求められます。2020 年 4
月施行の正規雇用労働者と非正規労働者の不合理な待遇格差の禁止などに向けて
も今年度より議論をスタートさせます。
2018 年 4 月よりの改正労働契約法や 10 月より 3 年経過した労働者派遣法改正の
対応なども併せて労使協議の場を通じて確認を行いながら、要請行動(各経営団体、
業界団体、行政などに要請)なども幅広く展開し、周知を行います。
特に、今回の取り組みは、法律を上回る労働条件を実現することにこそ労働組合
の存在意義が高まるということです。その流れを波及させていくことで、法律をよ
りよい良いものにしていく推進力が生じる、その繰り返しによって日本全体の社会
や経済の向上を図っていくことができるのです。
また、
「働き方改革関連法」が施行される年だからこそ、働く者が「生きがい」
「働
きがい」を通じて豊かに働くことができる社会を目指して、社会的な責任を果たし
うる生活時間の確保と、「年間総実労働時間 1,800 時間」の実現に向けた労働時間
の短縮に向けた取り組みについても追及していく。
②二つ目の柱は、「取引の適正化」、「サプライヤーチェーン全体で生み出した付加価
値の適正配分」、
「お互いの価値を認め合う公正な社会の実現」です。特に、中小企
業においては労働条件を確保するためには、これらのことが決定的に重要であり、
それは、納入単価という「プライス」だけの問題ではありません。
そのためにも、今春季生活闘争は、「お互いの価値を認め合う公正な社会の実現」
に向けて世論喚起を街頭行動など通じて社会的環境醸成をはかります。
(３)連合東京 2019 春季生活闘争においての非正規共闘や中小共闘の対応
◇連合東京 2019 春季生活闘争は、昨年度の非正規共闘(既に昨年度一本化済み)のタ
イミングと内容と同じく、中小共闘方針も正規社員の交渉と同じタイミングで、同
じテーブルのど真ん中に据えるべく方針全体を打ち出していきます。
(４)連合東京 2019 春季生活闘争社会へ対するアピール
◇労働組合の有無にかかわらず、ひとり一人の働き方の価値が重視され、その価値に
見合った処遇が担保される社会を実現していくことが重要である。そのためにも、
賃金引き上げの流れを継続・定着させるとともに、足下の最大の課題である中小組
合や非正規労働者の賃金を「働きの価値に見合った水準」へと引き上げていく。
2019 春季生活闘争はその足かがりを築いて連合の春季生活闘争のスローガンで
もある、
『今こそブレイクスルー！すべての労働者の処遇改善と働き方の見直し！』
を掲げ、一致団結して取り組みます。
(５)総合労働条件改善に向けた「クラシノソコアゲ」を今年も実施
①闘争機能の充実のため、企画力と発信力の強化を闘争委員会と中小・労働条件委員
会や非正規センター担当者会議で行います。

②2019 春季生活闘争を通じて、政策・制度の実現、労働条件交渉を通じて 36 協定の
締結内容等について未組織労働者や未加盟組合へアピールし、組織化を推進します。
③今年も社会的なアピールの環境を醸成する場として地域局と連動し、各ブロック地
協・地区協と連動した 2019 春季生活闘争集会や街宣活動を行います。
また、労働条件の総合的労使協議を行う労使関係と団体交渉権を認識させる取
り組みも行います。
④昨年に引き続き、2020 年東京オリンピック・パラリンピックの成功に向けて、連合
東京としてもパラリンピックの運営に関する都市ボランティアへの対応、パラリン
ピック観戦を行うためにもボランティア休暇の制度導入や取得要件の緩和に向け
た環境づくりに向けた取り組みを行います。
⑤日本の首都東京における「新東京労働基準」に沿って、今年も首都東京としての総
合的な労働条件改善の更なる一歩となるよう主導します。
⑥働き方改革関連法での取り組みや非正規労働者の処遇改善、36 協定の締結の対応等
取り組むために組織局と連動し、構成組織・単組事例を中小労組・新任役員研修対
象の学習会等にて紹介します。また、2020 年 4 月より施行の非正規社員と正規社員
の不合理な格差の是正に向けた事前セミナーなどの実施を実施し、働き方改革推進
法関係への対応とその充実に向けて単組支援も行います。
⑦連合の Action36 に関する取組も連合と連動し、国民運動局や地域局と行動します。

⑧働き方改革関連法対応や非正規と正規の不合理な格差の是正に向けた対応や
Action36 の対応等、組織内議員などを通じて各自治体(居住民＝労働者)とも連携し、
広く社会へアピールします。
(６)すべての労働者の立場に立った働き方改革関連法に対する労使協議の実現
１）各構成組織に向けた取り組み
◇クラシノソコアゲ応援団「働き方改革推進本部」として、労働組合が労使協議を
通じて主体的に進める「働き方改革法への対応」を地域局や組織局と連動し展開
します。
①各構成組織、単組労使を通じての働き方改革の好事例を広く広報し、長時間労働
是正、非正規処遇改善、介護・育児・治療と仕事など両立支援、業務改善と生産
性向上など課題の克服のために情報共有に努めます。
②働き方改革関連法の対応や 36 協定の点検や労働時間管理の徹底や、長時間労働の
是正、過重労働の撲滅、不払い労働撲滅、有給休暇取得キャンペーンなどへの取
り組みを進めます。
２）広く社会的にアピールする取り組み
◇労働組合が主体的に取り組む「働き方改革関連法」の対応を通じて労使協議の

必要性をアピールし、労働組合の存在感を高めるために、36 協定、従業員代表
選出の課題や労働時間管理のガイドラインを踏まえた対応等を社会に周知する
活動を地域局と連動し展開します。また、すべての働く者の為に処遇改善に取
り組むよう、連合東京としても環境づくりや具体的な取り組み内容についても
アピールしていきます。
※残業時間の上限規制や年次有休暇の 5 日間付与義務化、2020 年 4 月より施行の
パートタイム・有期・派遣労働者の均等・均衡待遇の義務化、管理監督職を含む
全労働者の労働時間の客観的把握義務等
◇連合東京 2019 春季生活闘争方針やすべて働く者の処遇改善や働きの価値を認
め合う公正な社会の実現に向けた対応を広く社会にアピールする行動
・働き方改革関連法への対応、非正規労働者の処遇改善、
※具体的には地域局と連動しての対応
☞2 月 15 日(金)18:30～(東部・西北・中南)3 ブロック地協合同 2019 春闘集会
☞2 月 20 日(水)18:00～三多摩ブロック地協 2019 春闘集会
３）政策制度の実現に向けた取り組み
◇2019 年度「重点政策制度実現の取り組み」と「2019 春季生活闘争における労働
条件の取り組み」を運動の両輪として今年も取り組む。すべての働く者の
「底上げ・底支え」「格差是正」に向けた運動を強力に進める。
４）安心して働ける労働環境の確立
◇働き方改革関連法における労使協議制や従業員代表者制の重要性に向けた対応
①改正された、労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、労働者派遣法など
の適正な対応、運用に向け連合本部、関係団体と連帯して取り組みます。
また、現政権下での労働関連法案、特に検討が進む解雇の金銭解決など労働法制
改悪方向には反対・阻止の取り組みを進めます。
②働き方改革関連法の 2020 年 4 月施行の正規社員・非正規社員の不合理な格差
の是正に向けて対応は、働く者や経営者への制度の周知が大きな課題である為
に、東京労働局や東京都と連携した監督行政による強い指導を求めて活動します。
③今年も大手企業の働き方改革のしわ寄せが中小企業に従事をする組合員に悪影
響をおよぼさないよう取り組みを進めます。
④日本経済を牽引する雇用大都市・日本の首都東京、安心して働ける東京の実現
に向けて、働き方改革関連法のなかでの重要な取り組み事項でもある、「36 協
定締結についての対応」、「長時間労働是正に向けた対応」として闘争時に、
クラシソコアゲ応援団の活動を展開します。

Ⅳ．連合東京 2019 春季生活闘争具体的な取り組み
◇賃金・一時金の取り組み
＜具体的な要求項目＞
（１）賃上げ要求 月例賃金(連合本部方針)
☞すべての組合は月例賃金にこだわり、賃金の引き上げをめざす。要求の組み立ては、
定期昇給相当分（賃金カーブ維持相当分）を確保した上で、
「底上げ・底支え」
「格
差是正」に寄与する観点からも２％程度を基準とし、定期昇給相当分(賃金カーブ
維持相当分)を含め４％とする。
(２)中小組合の賃上げ要求 (連合本部方針)
☞中小組合の平均賃金を基準とした引き上げ額をベースとした上で、「底上げ・底支
え」「格差是正」をはかる観点で、連合加盟組合平均賃金との格差の拡大を解消す
る水準を設定する。すなわち、連合加盟組合全体平均賃金水準の 2％相当額との差
額を上乗せした金額を賃上げ水準目標（6,000 円）とし、賃金カーブ維持分（1 年・
1 歳間差）（4,500 円）を含め、総額で 10,500 円以上を目安に賃金引き上げを求め
る。
＜連合東京の月例要求基準(中小労組対応も含む)＞
①首都圏東京の賃金水準を勘案した連合東京水準、１１，５００円以上を目指す。
②連合東京策定、東京労働基準に基づき、３５歳賃金３２０，０００円を目指す。
☞2019 春闘は、実質賃上げ春闘としての 6 年目として、引き続き月例賃金の引き上げ
にこだわり、賃金引き上げの流れを継続・定着させていく必要がある。
☞すべての働く者の「底上げ・底支え」「格差是正」による所得の向上を継続した取
り組みが必要である。
☞中小労組や非正規労働者の処遇改善のため、「サプライチェーン全体で生み出した
付加価値の適正配分」「お互いの働きの価値を認め合う公正な社会の実現」にむけ
て取り組みを進めていく必要がある。
☞首都圏の東京労働基準としての取り組みを考慮して月例は、連合水準を上回る昨年
と同様に１１，５００円以上を目指す
※300 人未満規模の平均賃金、283,000 円の 2%相当分の 5,600 円＋都内中小労組(300
人未満組合 2018 年)の 1 年 1 歳間差 6,032 円(2017 年は 5,225 円)約 6,000 円を考慮
し、連合東京の基準として算出
(３)雇用形態間格差の是正（時給等の引き上げ）(連合本部方針)
☞雇用形態間格差の是正(非正規社員の社会横断的水準の確保)
時間給引上げの取り組みは、非正規労働者の労働諸条件の「底上げ・底支え」「格
差是正」と正規労働者との均等待遇の実現をはかる観点から、次のいずれかの取り
組む
①高卒初任給等との均等待遇を重視し、時給 1,050 円を確保する。
②すでに時給 1,050 円超の場合は、正社員との均等待遇の観点から改善をもとめる。
③都道府県別「リビングウェイジ」を上回る水準をめざして取り組む。
④昇給ルールの導入・明確化の取り組みを強化する。昇給ルールが確立されている

場合は、昇給分を確保した上で、「働きの価値に見合った水準」追求する。
＜連合東京の時間給の引上げ基準＞
①東京労働基準に定める日本の首都、東京における中期的な目標である時間給 1,500
円に向けて取り組みを展開する。
※今年度の具体的な引上げ金額は明示しない。
※連合の要求である 1,050 円は、高卒初任給平均額に 2%を上乗せした額、172,500 円を所定内実
労働時間全国平均 165 時間で除し、時間給換算したもの

☞2017 都道府県別リビングウェイジを参考に東京の時間給として東京では 1,120 円
以上の額をめざす。
☞2018 年 10 月 1 より 985 円、2019 年 10 月より今年と同様にＡランク 25 円～27 円
引き上げを考慮すると 1,010 円越えになることからも、その金額を目途とした取
り組みを推進する。
（４）男女間賃金格差の是正（連合本部方針）簡略
☞職場における男女間賃金格差の是正に向けて取り組みを進める。
①賃金データにもとづいて男女別・年齢ごとの賃金分布から問題点を点検し、改善へ
向けた取り組みを進める。
②生活関連手当（福利厚生、家族手当など）の支給における住民票上の「世帯主」要
件廃止を求める。
＜連合東京の男女間格差の是正向けた取り組み＞
①男女間賃金格差問題を点検し、改善に向けて取り組む。
②生活関連手当の支給における住民票上の「世帯主」要件の廃止に取り組む
（５）企業内最低賃金(連合本部方針)
①すべての組合は、企業内最低賃金を産業の公正基準を担保するにふさわしい水準で
要求し、協定化をはかる。また適用労働者の拡大をめざす。
②すべての賃金の基礎である初任給について社会水準を確保する。
18 歳高卒初任給の参考目標値……172,500 円
＜連合東京の企業内最低賃金に関する取り組み＞
①すべての組合は公正基準担保にふさわしい水準で要求し、協定化を図る。
②東京労働基準にもとづき高卒初任給 183,000 円を要求し、協定化をおこなう
◇賃金制度が未整備の組合は、構成組織の指導のもと制度の確立・整備に向けた取り
組みを強化するが、連合東京は、中小労組賃金調査などから都内賃金水準を勘案し
て、以下の要求目安を設定する。
☞地域ミニマム賃金調査：2018 年 7 月～12 月実施
☞東京における中小労組(1,000 名程度規模以下)の組合の組合員個別賃金実態を調査
※集計した中小労組、ミニマム賃金調査に協力頂いた 14 構成組織、169 組合、43,544
人分の個人賃金調査結果(男女計)。また、300 名未満規模(男女計)企業分は、6,452
人を集計したデータ。

2018 年調査 全産業男女計 賃金 （43,459 人）
１歳間差 7,830 円 平均 39.2 歳 平均賃金 315,820 円
第一十分位
第一四分位
中
位
第三四分位 第九十分位
年齢
平 均
１８歳
165,900
155,000
155,000
165,500
170,900
179,200
２０歳
177,600
168,000
172,600
173,900
182,200
194,300
２２歳
198,900
178,000
185,000
196,900
207,600
221,000
２５歳
224,900
199,100
210,500
226,100
241,000
249,500
３０歳
269,200
217,200
237,300
255,200
277,100
310,600
３５歳
308,800
238,500
265,500
307,500
346,500
387,400
４０歳
332,900
258,000
288,600
329,600
376,700
415,900
４５歳
347,900
273,500
300,300
342,400
393,500
436,500
2018 年調査
年齢
１８歳
２０歳
２２歳
２５歳
３０歳
３５歳
４０歳
４５歳

全産業男女計 従業員 300 人以下規模 賃金（6,367 人）
１年１歳間差 6,032 円 平均 39.4 歳 平均賃金
第一十分位
第一四分位
中
位
第三四分位
平 均
169,200
158,600
159,300
169,000
171,600
175,800
164,000
168,000
170,300
184,800
193,500
172,200
180,300
199,000
207,000
211,300
182,900
201,500
214,400
221,000
245,300
204,200
220,100
236,200
253,100
274,500
209,600
243,100
271,200
302,800
297,800
238,400
260,400
292,200
324,500
305,000
238,800
266,000
304,500
335,000

283,150 円
第九十分位

182,000
194,400
210,000
229,000
278,900
330,500
361,900
375,100

①連合東京中小労組賃金調査などで明かになっている都内所在中小労組(300名未満規模)の賃金
カーブ維持分平均額は、2018年度調査で 6,032円。(6,267人、平均年齢39.4歳、勤続13.3年 平
均所定内賃金 283,150円)
②5年程度の中期的な期間で中小労組がめざすモデル金額として連合東京が2017年の新東京労働
基準の労働条件基準で指標化したもので、賃金構造基本統計調査、中労委調査、連合主要組合
高卒・事務技術系モデル賃金などを参考に設定、単組が単年度の具体的要求の参考値として活
用できるものとして確認している。）

参考

連合全体の月例賃金 2018 年 事務・技術労働者、所定内賃金（全国）
３０歳 主要組合平均 271,690 円
３５歳 主要組合平均 311,813 円

☞2017(参考)年３０歳 主要組合平均

269,529 円

３５歳 主要組合平均 311,195 円

※（2017 年）連合はさいたま市で食費、住居費、光熱費、家具・家事用品、保険、医療費、教育・娯楽費など年
間必要生計費を計算、これを基に今年の修正地域物価指数を掛け合わせて各都道府県の生計費を計算し、社会
保険料も含めた数値。単身者の埼玉県月間生計費は、172,488 円となり、父子 2 人世帯 223,048 円、夫婦 2 人
世帯 249,036 円となった。
※東京の単身者の月間生計費は、183,000 円、父子 2 人世帯は 235,000 円

（６）一時金 (連合本部方針)
☞月例賃金の引き上げにこだわりつつ、年収確保の観点も含め水準の向上・確保をは
かることとする。
＜連合東京の一時金に関する取り組み＞

① 月例賃金の引き上げにこだわりつつ、年収確保の観点からも水準の確保にも取り組む

Ⅴ.＜連合本部のワークルールの取り組み＞
(1)全ての職場におけるディーセント・ワークの実現、ワーク・ライフ・バランスの
推進、コンプライアンスの徹底をはかる観点から取り組みを進める。
なお、労働関係法令には企業規模が一定の人数に満たない場合、あるいは業種に
よって、義務を免除する、あるいは努力義務とする条項や、特別措置が適用される
条項があるが、とりわけ別紙２「人数規模により対応が異なる労働関係法令」に記
載の内容については、企業規模にかかわらず取り組みを進めることとする。
1)改正労働基準法に関する取り組み
罰則付き時間外労働の上限規制を先取りした取り組みに加えて、労働時間規制の実
効性を高めるべく、
①３６協定の点検（休日労働の抑制、限度時間を超える場合の健康確保措置、過半数
労働組合・過半数代表者のチェック、３６協定の周知状況等）
②労働時間管理の新ガイドライン等を踏まえた労働時間管理・適正把握の徹底、
③事業場外みなしおよび裁量労働制の適正運用に向けた点検（労使協定・労使委員会、
健康・福祉確保措置の実施状況、労働時間の状況）」を行う。
2)すべての労働者の雇用安定と公正な労働条件確保の取り組み
雇用の原則は「期間の定めのない直接雇用」であることを踏まえ、法令遵守はもと
より、法令を上回る取り組みを進める。
ａ）パート・有期契約労働者に関する取り組み
ア)同一労働同一賃金の法整備を踏まえ、労働組合への加入の有無を問わず、職場
のパート・有期で働く者の労働諸条件を点検し、以下の取り組みをはかる。
ⅰ.正規雇用労働者とパート・有期で働く者の労働条件・待遇差の確認
ⅱ.（待遇差がある場合）個々の労働条件・待遇ごとに、その目的・性質に照らし
て正規雇用労働者との待遇差が不合理となっていないかを確認
ⅲ.（不合理な差がある場合）待遇差の是正
ⅳ.パート・有期雇用労働者の組合加入およびその声を踏まえた労使協議の実施
イ)有期雇用で働く者について、労働契約法 18 条の無期転換ルールの適正運用に
向けて、以下の取り組みをはかる（「連合『改正労働契約法』に関する取り組み
について」（第 13 回中央執行委員会確認／2012.10.18）参照）。
ⅰ.有期契約労働者に対する無期転換ルールの周知
ⅱ. 無期転換ルールの運用状況の確認（無期転換権の行使状況、無期転換ルール回
避目的の更新上限の設定や雇止め、クーリング期間の悪用がないか等の確認）
ⅲ.無期転換の促進（通算期間 5 年経過前の無期転換の制度化など）
ⅳ. 有期雇用労働者の組合加入およびその声を踏まえた無期転換後の労働条件の
対応
b)派遣労働者に関する取り組み
ア)2015 年労働者派遣法改正を踏まえ、以下の取り組みをはかる（「改正労働者派遣法
に関する連合の取り組み」（第 2 回中央執行委員会確認／2015.11.20）参照）。
ⅰ.派遣可能期間の期間制限に関する確実な意見表明
ⅱ.事業主に対して派遣労働者から直接雇用申込みを受けた場合には積極的に受け

入れるよう働きかけ
ⅲ.派遣労働者の職場への受け入れに関するルール（手続き、受け入れ人数、受け
入れ期間、期間制限到来時の対応など）の協約化・ルール化
イ)同一労働同一賃金の法整備において派遣労働者と派遣先労働者との均等・均衡
処遇が原則とされたことを踏まえ、以下の取り組みをはかる。
（派遣先労働組合の取り組み）
ⅰ.正規雇用労働者と派遣労働者の労働条件・待遇差を確認する
ⅱ.派遣先均等・均衡待遇が可能な水準での派遣料金設定や派遣元への待遇情報の提
供など、事業主に対する必要な対応を求める
ⅲ.食堂・休憩室・更衣室など福利厚生施設などについて派遣労働者に不利な利用
条件などが設定されている場合は、是正を求める
（派遣元労働組合の取り組み）
ⅰ.有期・パートである派遣労働者については、上記②ａ）ア）に沿って取り組みの
実施（比較対象は派遣元の正規雇用労働者）
ⅱ.派遣労働者の組合加入およびその声を踏まえた労使協議の実施
◇障がい者雇用に関する取り組み
2018 年 4 月より障害者雇用促進法に基づく法定雇用率が 2.2％（国・地方自治体
2.5％、教育委員会 2.4％）に引き上げられたことを踏まえ、職場における障がい者
の個別性に配慮した雇用環境を整備した上で、障害者雇用率の達成に取り組む。ま
た、事業者の責務である「障がい者であることを理由とした不当な差別的取扱いの
禁止」
「合理的配慮の提供義務」
「相談体制の整備・苦情処理および紛争解決の援助」
についても、労働協約・就業規則のチェックや見直しに取り組む（「「改正障害者雇
用促進法」に関する連合の取り組みについて」（第 23 回中央執行委員会確認／
2015.8.27）参照）。
◇短時間労働者に対する社会保険の適用拡大に関する取り組み
2016 年 10 月より 501 人以上の企業等における短時間労働者に対する社会保険の適
用が拡大されたことを踏まえ、ａ）社会保険が適用されるべき労働者が全員適用さ
れているか点検・確認するとともに、ｂ）事業者が適用拡大を回避するために短時
間労働者の労働条件の不利益変更を行わないことを確認する。
また、2017 年 4 月からは 500 人以下の民間企業についても、労使合意にもとづく
短時間労働者への適用拡大が可能となったことを踏まえ、ｃ）500 人以下の企業に
おいて短時間労働者へ社会保険を適用するよう事業主に求めるなどの取り組み
を進める。
◇治療と仕事の両立の推進に関する取り組み
疾病などを抱える労働者は、治療などのための柔軟な勤務制度の整備や通院目的の
休暇に加え、病気の重症化予防の取り組みなどを必要としている。とりわけ、長期
にわたる治療が必要な疾病などを抱える労働者からの申出があった場合に円滑な
対応ができるよう、休暇・休業制度などについて、労働協約・就業規則など諸規程
の整備を進める。さらに、疾病などを抱える労働者のプライバシーに配慮しつつ、

受け入れる事業場の上司や同僚への周知や理解促進に取り組む（「治療と職業生活
の両立支援に向けた取り組み指針」
（第 14 回中央執行委員会確認／2016.11.10）参
照）
(2)男女平等の推進
性別にかかわらず人権の尊重の観点から、あらゆるハラスメント対策や差別禁止の
取り組み、仕事と生活の調和をはかるため、すべての労働者が両立支援制度を利用
できる環境整備など、雇用における男女平等の実現、均等待遇に向けた取り組みを
推進する。また、連合が作成したガイドライン1や連合の考え方2などを活用して以
下のとおり取り組む。
なお、労働関係法令には企業規模が一定の人数に満たない場合、あるいは業種に
よって、義務を免除する、あるいは努力義務とする条項や、特別措置が適用される
条項があるが、とりわけ別紙２「人数規模により対応が異なる労働関係法令」に記
載の内容については、企業規模にかかわらず取り組みを進めることとする。
１）女性活躍推進法、男女雇用機会均等法等の周知徹底・点検
雇用における男女平等の実現に向けて、女性活躍推進法や男女雇用機会均等法の法
改正と、職場における実効性の向上のため、周知徹底と定着・点検の取り組みを行
う。また、以下の課題に取り組むにあたり、労使交渉・協議では、できる限り実証
的なデータにもとづく根拠を示し、改善を求めていく。
①女性の昇進・昇格の遅れ、配置や仕事の配分が男女で異なることなど、男女間格差
の状況について点検・労使協議を行い、積極的な差別是正措置（ポジティブ・アク
ション）により改善をはかる。
②合理的な理由のない転居を伴う転勤がないかどうか点検し、是正をはかる。
③妊娠・出産などを理由とする不利益取り扱いの有無について検証し、是正をはかる。
④女性活躍推進法にもとづく事業主行動計画策定に労使で取り組む。策定にあたって
は、各事業所の状況にもとづいて、現状を把握・分析し、必要な目標や取り組み内
容を設定する。
⑤行動計画が着実に進展しているか、ＰＤＣＡに積極的に関与する。
⑥関連する法律や女性活躍推進法にもとづき策定された行動計画の内容について、学
習会の場を設置するなど周知をはかる。
２）あらゆるハラスメント対策と差別禁止に関する取り組み
職場のハラスメントをめぐる現状と課題を踏まえ、第三者を含めたあらゆるハラ
スメント対策や差別禁止に向けた取り組みの検討や周知徹底を行うとともに、労
使協議を進める。
①職場の実態を把握し、ハラスメントに関する問題がないかチェック機能を積極的に
働かせるため、事業主が講ずべき措置も含めたハラスメント対策について協議を行

1

2

「女性活躍推進法に基づく「事業主行動計画」策定等についての取り組みガイドライン」
（2015 年度
第 3 回中央執行委員会配布／2015.12.17）
、「性的指向および性自認に関する差別禁止に向けた取り
組みガイドライン」（2018 年度第 3 回中央執行委員会配布／2017.11.16）
「女性活躍推進法ならびに男女雇用機会均等法改正に対する連合の考え方」
（2018 年第 14 回中央執
行委員会確認／2018.9.21）
、「「仕事の世界における暴力とハラスメント」対策に関する連合の考え
方」
（2018 年第 14 回中央執行委員会確認／2018.9.21）

う。
②同性間セクシュアル・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメントも含めたセクシュ
アル・ハラスメント防止措置の実効性が担保されているか検証する。
③マタニティ・ハラスメントやパタニティ・ハラスメント、ケア（育児・介護）・ハ
ラスメントなどをはじめとする、あらゆるハラスメントを一元的に防止する取り組
みを各企業に働きかける。
④「性的指向及び性自認に関する差別禁止に向けた取り組みガイドライン」を活用し、
就業環境の改善等に取り組む。
⑤ドメスティック・バイオレンスをはじめとする性暴力による被害者の職場における
支援のための環境整備を進める。具体的には、相談支援機関との連携強化を含めた
職場の相談体制の整備や休暇制度などを設ける等の配慮とする。
３）育児や介護と仕事の両立に向けた環境整備
「改正育児・介護休業法等に関する連合の取り組みについて」
（第 11 回中央執行委
員会確認／2016.8.25）などにもとづき、以下の課題に取り組む。
①改正育児・介護休業法の周知・点検をはかるとともに、両立支援策の拡充の観点か
ら、これを上回る内容への拡充について労働協約の改定に取り組む。
②有期契約労働者に対して制度を拡充する。
③育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、短時間勤務、所定外労働の免除の
申し出や取得により、解雇あるいは昇進・昇格の人事考課などにおいてマイナス評
価とするなど、不利益取り扱いが行われないよう労使で確認・徹底する。
④妊産婦保護制度や母性健康管理について周知されているか点検し、妊娠・出産およ
びこれに関わる制度を利用したことによる不利益取り扱いの禁止を徹底する。
⑤女性の就業継続率の向上や男女のワーク・ライフ・バランスの観点から、男性の育
児休業取得促進に取り組む。
⑥両立支援制度や介護保険制度に関する情報提供など、仕事と介護の両立を支援する
ための相談窓口を設置するよう各企業に働きかける。
⑦不妊治療と仕事の両立に向け、取得理由に不妊治療を含めた休暇等（多目的休暇ま
たは積立休暇等を含む）の制度整備に取り組む。
⑧事業所内保育施設（認可施設）の設置、継続に取り組む。新設が難しい場合は、認
可施設と同等の質が確保された企業主導型保育施設の設置に取り組む。
４）次世代育成支援対策推進法にもとづく取り組みの推進
①ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた労働組合の方針を明確にし、労使協議を
通じて、計画期間、目標、実施方法・体制などを確認する。さらに、作成した行動
計画の実現による「くるみん」マーク、および「プラチナくるみん」の取得をめざ
す。
②「くるみん」マークおよび「プラチナくるみん」を取得した職場において、2017
年 4 月 1 日施行の改正省令にもとづく認定基準の変更も踏まえつつ、その後の取り
組みが後退していないか労使で確認し、計画内容の実効性を高める。

Ⅴ.連合東京の中小労組支援・非正規処遇改善等、具体的な取り組み内
①連合東京として対外的、社会活動を強化して活動を展開する。特に、経営者団体

、各級議員への要請活動などを通じて積極的な情報発信と地域局と連動して各ブ
ロック地協・地区協と連動して取り組む。
また、各級議員と連動する際には、街頭行動や各組織内議員を通じての行政へ
の周知徹底を促すとともに、合わせて公契約条例等の内容も盛り込んで展開する。
※特に、働き方改革関連法の対応や 36 協定の締結問題、2018 年 4 月より適用の
改正労働者契約法や派遣契約法を踏まえ、有期契約に関する対応として、地域
局と連動し街宣行動などを通じて広く「働き方改革関連法、36 協定の締結対応
、パート・契約・派遣委託労働者の処遇改善」のアピールをおこなう。
②連合東京として情報交換の場を執行委員会や中小・労働条件委員会、非正規労
働センターへ担当者会議で行い、組織局や地域局とも連動し、春季生活闘争活
動全般を通じておこなう。
☞働き方改革関連法の 2020 年 4 月施行の「均等、均衡処遇」の対応については、
法施行まで 1 年数か月、必要な準備と改善の対応としてセミナーを開催する。
〇2019 年 2 月 12 日(火)→「同一労働同一賃金 徹底セミナー」
☞闘争委員会の情報交換の実施、各ブロック地協での春季生活闘争セミナーなどで
おこなう。具体的な委員会と会議は、
〇2019 年 1 月 23 日(水)→第 9 回中小・労働条件委員会
〇2019 年 1 月 28 日(月)→第 1 回非正規労働センター会議
③賃金制度の仕組みや賃金データの活用、賃金引上げ要求(案)づくり等の対応とし
て組織局と連動し「賃金基礎セミナー」を開催するなど、個別組織へのアドバイ
ス機能、分析能力の向上などに取り組む。
※その際には、連合の発行する資料などを利用しておこなう。
また、各構成組織や各ブロック地協と連動し、中小労組、地場組合への支援とし
て激励訪問活動や学習・交渉支援などをおこなう。
〇2019 年 2 月 02 日(土)→中小労組の 2019 春季生活闘争学習会
〇2019 年 2 月 07 日(木)→中小労組の為の「経営分析セミナー」
〇2019 年 2 月 23 日(土)→中小労組の 2019 春闘セミナー「賃金セミナー」の実施
※23 日(土)の賃金セミナーは賃金のイロハから要求組み立てまで外部講師にて対応
④賃上げを含む闘争情報の開示と波及効果(中小、地場、未組織)
各構成組織の協力を頂きながら代表銘柄と都内中小労組の要求・妥結状況把握と
共闘組織への情報開示、情報発信にさらに、参加組織を増やす中で情報はより
オープンにし、活用できるよう回答集計を実施する。
⑤すべての働く者の処遇改善に向けて構成組織は同じ職場で働く者すべての処遇
改善に向けた交渉をおこなう。連合東京としても、社会的な処遇改善意識を高
める取り組みとして、とりわけ、今年も春季生活闘争において、派遣労働者、介
護、保育労働者、教職員などのすべての労働者へ視点をあてて、構成組織、市民
団体などに呼び掛けるなか、東京都や国への処遇改善の充実を要請する。
⑥働く者のモチベーションを維持・向上させていくために、2019 年は、東京にお

ける最低賃金、東京労働基準で定めた目標水準である 1,500 円に向けて引き上
げに取り組む。
また、そのための団体署名には労働組合以外の団体にも要請するなどし、社会
性を広げ、中小企業で働く非正規労働者に向けても積極的な取り組みをおこなう。
⑦公契約条例の一層の広がりに向けての取り組みを関係組織、各ブロック地協や
各地区協と連動し、個別自治体対策を強化する。
⑧連合東京加盟組織、各単組支援対応として、今年も、連合東京春季生活闘争
ハンドブック、春季生活闘争ポスター、中小労組元気派宣言冊子等を始め、様
々な支援機材の作成と配布などによる情報発信をおこなう。
⑨未解決中小労組に向けた学習会を開催し、中小労組の早期解決に向けた支援
体制をヤマ場以降に確認をする。
⑩取引の適正化の更なる推進と働きの価値を認め合う公正な社会の実現に向けて
の対応をはかる。
☞サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配の流れに取り組み
☞健全で安全な働きがいのある職場の推進(広く社会にアピールや公正取引実現
のパンフレットの配布等)

Ⅵ．連合東京「闘いの進め方と闘争体制」
（１）基本的な戦いの進め方
①東京都で働くすべての労働者を対象とし、
「底上げ・底支え」
「格差是正」の実現
そして、これまで以上に「賃金水準」にこだわりを持って、総がかりでの共闘体
制を構築する。また、闘争委員会において闘争の進め方などを協議・決定する。
②首都圏東京における「各ブロック地協・各地区協の活性化にはその地域の中小企
業の活性化が不可欠」をスローガンに、地域局と連動して学習会等を開催する。
③「政策・制度実現の取り組み」を運動の両輪と位置づけ、各組織内議員と連動し
た雇用・生活条件の課題解決に向けた運動を展開する。
④連合「クラシノソコアゲ応援団！ 「Action36」の取り組みと連動し、暮らし
の「底上げ」に関するテーマを広く都内に浸透させるとともに、職場と一体とな
ってワーク・ライフ・バランス実現の取り組みを推進する。
⑤2019 春季生活闘争においても労働基本権にこだわる闘争の展開をはかる。
（２）闘争本部の設置
①闘争方針の確認後、闘争本部を設置する。
②闘争委員会の構成は執行委員会メンバーにておこなう。
③闘争方針に基づく闘争情報や各構成組織間の情報交換は、闘争委員会(執行委
員会)を中心に、中小・労働条件委員会や各ブロック地協・地区協などでおこな
う。
④4 月の段階で中小労組の早期解決を含めた取り組み情勢を把握しながら連合東京
春季生活闘争方針その②(中小労組関連)を策定して取り組む。
〇闘争本部体制

・闘争本部長
：岡田会長 ・闘争本部長代行 ：白川会長代行
・闘争副本部長
：各副会長
・闘争本部事務局長：杉浦事務局長
・闘争事務局次長 ：各副事務局長、各局長
・闘争本部委員
：各執行委員
（３）ブロック地協・地区協と連動しておこなう取り組み
①連合東京方針にもとづき、各ブロック地協での春季生活闘争方針を確認する。
☞各ブロック地協、地区協における春季生活闘争の取り組み課題に関する検討事項
(底上げ・底支え・賃上げ・働き方改革関連法の対応、36 協定の締結問題、正
規社員と非正規社員の不合理な格差の是正、景気好循環の取り組み、長時間労
働の是正、総実労働時間短縮等)→幅広くアピールをしていく。
☞特に、働き方改革関連法に対する労使協議の重要性、36 協定締結の際の労働者
代表制、従業員代表者制の問題、長時間労働の是正、総実労働時間短縮等
(４)社会的な広がりを求めての行動「クラシノソコアゲ応援団の活動」
前年に引き続き下記の具体的な取り組みを推進する。
①街頭行動展開時に、賃上げの必要性、働き方改革関連法の対応、正規社員と非正
規社員の不合理な格差の是正、36 協定締結の対応、労働時間短縮などの政策や制
度についてのアピール行動
②地域局と連動し、地域における春季生活闘争における重要課題(賃上げ・労働条
件の改善など)の学習の場や情報交換の場の設置
③春季生活闘争期間での構成組織、組織内単組などへの激励行動
④春季生活闘争期間での地場、未組織組合へのオルグ
⑤未解決中小労組の春季生活闘争、早期解決への情報交換
⑥地区の経営者団体への要請行動、都民に向けた連合東京のアピール行動の実施
⑦東京都 2019 年最低賃金改定など重点対策への団体署名行動
⑧政策・制度の実現に向けた自治体要請行動
⑨更なる公契約条例の実現、条例制定を求める行動
⑩組織局と連動した労働相談活動の強化に向けた取り組み
⑪公正取引の実現に向けた適正価格転嫁、優越的地位の乱用禁止など広くアピール

◇各ブロック地協
地 協

名

開 催 日

2019 春季生活闘争集会
時

開

催

場

開催日程◇
所

【合同】東部ブロック地協

2 月 15 日(金)

18:30～

新宿文化センター

集会とデモ行進

【合同】西北ブロック地協

2 月 15 日(金)

18:30～

新宿分化センター

集会とデモ行進

【合同】中南ブロック地協

2 月 15 日(金)

18:30～

新宿分化センター

集会とデモ行進

三多摩ブロック地協

2 月 20 日(水) 18:00～

たましん ＲＩＳＵＲＵホール

2019 春季生活闘争における展開(今後のスケジュール)
◇要求組み立てゾーン(2018 年 12 月～2019 年 2 月)◇
＜連合東京の取り組み＞

①連合東京 2019 中小労組・新任役員のための基礎座
2018 年 12 月 01 日(土)
②連合東京 2019 春季生活闘争セミナー
2018 年 12 月 03 日(月)
③連合東京「第 14 回三役会議」(2019 春季生活闘争方針の考え方の素案)
2018 年 12 月 03 日(月)
④連合東京 2019 中小労組・新任役員のための基礎座
2018 年 12 月 05 日(水)
⑤連合東京「第 14 回執行委員会」(2019 春季生活闘争方針の考え方)
2018 年 12 月 12 日(水)
⑥連合東京「第 15 回三役会議」(2019 春季生活闘争方針(案)
2019 年 01 月 08 日(火)
⑦連合東京「第 16 回執行委員会」(2019 春季生活闘争方針確認と闘争委員会設置)
2019 年 01 月 16 日(水)
⑧連合東京「第 9 回中小・労働条件委員会」(2019 春季生活闘争方針について)
2019 年 01 月 23 日(水)
⑨連合東京「2019 第 1 回非正規労働センター会議 (2019 春季生活闘争方針について)
2019 年 01 月 28 日(月)
⑩連合東京「2019 中小労組・新任役員の春闘争学習会」
2019 年 02 月 02 日(土)
⑪連合東京「2019 中小労組のための経営分析セミナー」
2019 年 02 月 07 日(木)
⑫連合東京「同一労働同一賃金 徹底セミナー」
2019 年 02 月 12 日(火)
⑬連合東京「2019 中小労組・新任役員の賃金セミナー」
2019 年 02 月 23 日(土)

＜連合東京「クラシノソコアゲ！応援団

街宣行動＞

☞各ブロック地協＆地区協毎に開催
◇東部ブロック地協
東部ブロック地協管内
◇西北ブロック地協
西北ブロック地協管内
◇中南ブロック地協
中南ブロック地協管内
◇三多摩ブロック地協 三多摩ブロック地協管内

＜連合 2019 春季生活闘争関連への取り組み

2019 年 02 月 07 日(木)
2019 年 01 月 23 日(水)
2019 年 02 月 04 日(月)
2019 年 03 月 06 日(水)

闘争開始ゾーンも含む＞

①連合「2019 春季生活闘争中央討論集会」
③連合「非正規労働センター担当者会議」
④連合「第 79 回中央委員会」
⑤連合「第 1 回全国最低賃金担当者会議」
⑥連合「2019 春季生活闘争格差是正フォーラム」
⑦連合「2019 春季生活闘争同一労働同一賃金学習会」
⑧連合「2019 連合白書説明会」
⑨連合「第 2 回非正規労働センター地方連合会担当者会議」
⑩連合「職場から始めよう同一労働同一賃金学習会」
⑪連合「2019 春季生活闘争開始宣言中央総決起集会」
⑫連合「2019 春季生活闘争 中央要求実現集会」

2018 年 11 月 01 日(木)
2018 年 11 月 13 日(火)
2018 年 11 月 30 日(金)
2018 年 12 月 03 日(月)
2018 年 12 月 19 日(水)
2019 年 01 月 09 日(水)
2019 年 01 月 09 日(水)
2019 年 01 月 31 日(木)
2019 年 01 月 31 日(木)
2019 年 02 月 04 日(月)
2019 年 03 月 04 日(月)

以

上

